
環境NPOマーケティング実践プログラム

平成２５年度「リーダー・マネージャー向け環境ＮＧＯ・ＮＰＯ活動推進レベルアップ実践研修（東日本）」

アウトプット重視の集合研修

北海
道開
催

ＮＰＯマーケティングがテーマ　　　　

　
現場実習
多様な領域のリーダーとのネットワークの提供　
　 　 　 　
 　 　 　 　 　 　

　

専門性の高いサポート体制　　　　　　　　
　

　　

　 　 　 　 　 　 　

こんな団体に最適 ! !　　　　　　　　

プログラムの趣旨
　　環境問題に取り組む民間団体（NGO・NPO 等）のリーダー、マネージ
      ャー等を対象とし、組織が抱える資金獲得・広報戦略の課題解決を
      目指す研修を開催します。

事（面場な々様の体団自、でとこるす得修を」向志グンィテケーマ「     
       業企画、顧客対応、広報など）において、データの活用、顧客目線で
       の思考などに基づいて行動が変化し、団体の継続的な成長につな
       がります。さらに、チームビルディングの要素を盛り込んでいるため、
       組織の実行力、メンバーのリーダシップが高まります。
     複数メンバーでの参加も大歓迎です。

■ 内容
　　○集合研修：全6日間（詳細は裏面を参照）
　　　企画を実行計画へ落とし込み、実際に施策を実行し、PDCAサイクルを
　　　回していきます。マーケティング志向を獲得します。
　　　[開催日]
　　　①11月6～7日【合宿】、②11月8日、③12月10、11日
　　　④1月18日
　　○現場実習：11月上旬～12月上旬に、3日間以上（日程は個別調整）
　　　実習先の企画サポートや課題をマーケティング視点で提案。自団体の
　　　 企画のブラッシュアップも図ります。

■ 会場
　　研修：
　　※上記以外に、江別市内の野幌公民館などの会場を利用いたします。

■ 対象  
　　環境活動に取り組み活動従事経験が3年以上、もしくはチーム
　　リーダー、プロジェクトマネージャー経験者など同等の実績・
　　経験等を有し、現在、組織運営等について課題意識をもっている方。
　　※チーム（2人以上）で参加できるNPO・NGOを優先します。

■ 定員  
　　10名（応募者多数の場合には選考を行います）

■ 参加費  
　　1,000円
　　　※合宿（11/6,11/7）は、実費（約5,000円/人）の宿泊費が別途必要です。

■ 参加補助費
。すまし給支を）分費実（」費通交「」代食昼「、り限に習実場現　　

　　　※昼食代：上限1,000円/日（最大７日分まで）
　　　※交通費：片道上限1,500円/日（最大７日分まで）

■ 応募締切 
    平成25年10月30日（水）24:00必着

■ 応募方法

成果を出す組織に変わる

「ＮＰＯマーケティングの実践」をテーマに自
団体の課題と向き合い、チャレンジできるカ
リキュラムです。
取り組む課題は、寄付や会員・ボランティア
などの支援獲得、サービスの認知向上・利用
者拡大、など参加者が自由に設定できます。

現場体験・実習では環境団体の他、国際協力
や福祉など多様な活動領域で活躍する団体
に参加できます。規模も大手から、スタートア
ップ（起業家）ＮＧＯ・ＮＰＯまで選択可能です。
資金獲得・広報戦略で活躍するリーダーとの
意見交換は、団体の成長とネットワーク構築の
機会になります。

年間200講座以上の研修開催や、ＮＰＯ支援専
門家の派遣事業のネットワークを活かし、参加
団体の多種多様なニーズに応えるサポート体
制を用意しています。本研修の効果を高める
個別相談窓口の設置や、講師・NPO支援専門家
が参加するオンライングループを立ち上げ、企
画の成功率を上げる環境を整備します。

●安定した運営をめざし、本気で事業の見直しを検討している
　●会員・ボランティアなど、事業を支える支援者を増やしたい
　　●寄付金のプロモーションやメニューの見直しを検討している
　　　●利用者の拡大をどのようにしたらよいか悩んでいる...etc　

裏面の「参加申込書」のフォーマットに、必要事項を記入の上、ＦＡＸ、またはメール（info@npo-sc.org）で送信してください。
「申込フォーム」  http://goo.gl/VHOygy に記入の上、申込いただく事も可能です。

 ： 催 　　主 独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金部
： 営運・画企  特定非営利活動法人 ＮＰＯサポートセンター

※応募多数の場合は、団体内で了解を得ている方を優先いたします。

会場

江別市民活動センター・あい（北海道江別市野幌町1０－１）

江別市民活動センター・あい

江別市野幌町１０番地１
イオンタウン江別 2階

ＪＲ野幌駅より　徒歩 5分
ＪＲバス野幌駅より徒歩 2分
中央バス野幌駅より徒歩１分
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ロイヤルホスト

〒つぼ八

←札幌 旭川→

ザ・ビッグ
（2階）

江別市民活動センター・あい

北海道銀行 北洋銀行

通



フォローアップ研修
実践の成果報告・進捗状況の発表。講師や専門家からのフィードバックを実施。今後の取り組
みについてディスカッション。

日　　程 講   師

団体名 参加者名

連絡先

「解決したい課題」と「アプローチしたいターゲット」

プロジェクト実施体制（研修参加者名をご記入ください。複数参加の場合は全員の名前を記入。）

ＦＡＸ：０３-３５４７-３２０７

『リーダー・マネージャー向け 環境ＮＧＯ・ＮＰＯ活動推進レベルアップ実践研修』 受講申込書

※個人に関する情報は、本研修開催の目的以外には使用いたしません。
■ スケジュール

Tel.　　　　　　(　　　　　　)　
E-mail

Fax.　　　　　　(　　　　　　)　

外部環境分析
組織が抱える課題分析の第一歩を学ぶ。プロジェクト実行力に必要なチームビルディング
を実施。・チームビルディング演習　・マーケティングとは何か　・マーケティング志向（価
値志向 / 顧客志向 / 論理志向）　・外部環境分析シートの作成

内部環境分析
組織内の資源、強み・弱みを洗い出し、独自の提供価値を認識。
・リフレーミング演習
・内部環境分析シートの作成
・競争力ワークシートの作成　・NPOマーケティング導入事例紹介

顧客設定
組織が抱える課題を解決する企画の顧客（ターゲット）の設定。
・顧客設定（セグメンテーション / ターゲティング）
・「顧客像（ペルソナ）の検討」ワークショップ
・リサーチ基礎講義
・顧客調査票 orインタビューシナリオの作成

マーケティングミックス
企画の仮説づくり、プロトタイピング実施。
・マーケティングミックス
・4Cとは（顧客価値 / コスト / 利便性 / コミュニケーション）
・成果指標の設定　・プロトタイピング

企画発表
実践する「NPOマーケティング企画」の発表。講師や専門家からのフィードバックや、他団体と
の意見交換も実施。

課題の背景

申込みフォーム：http://goo.gl/VHOygy

研修
①

課題解決によって、生み出される団体の変化と社会への波及効果

研修
②

資金獲得・広報戦略についてNPOマーケティング実践団体にて、企画サポートや課題をマーケティング視点で提案。
自団体の企画のブラッシュアップも図る。期間：11月上旬～12月上旬に、3日間以上。（具体的な日時は個別調整）現場実習

研修
③

フォロー
アップ

主催：独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金部

「地球環境基金」は、国内外の民間団体（NGO・NPO）が行う環境
保全活動への資金の助成や人材育成、情報提供等の支援を行っ
ています。
http://www.erca.go.jp/jfge/index.html

〒212-8554
 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー8階
 電話：044-520-9505

問合せ・申込先： 特定非営利活動法人ＮＰＯサポートセンター

NPOサポートセンターは日本最初の民設民営の NPO支援組織として
誕生して以来、アドボカシーと人材育成を活動の柱として、NPOによ
る新しい社会システムの構築を目指して活動を続けています。
http://www.npo-sc.org/

〒104-0061 
 東京都中央区銀座8-12-11 第2サンビル5階
 電話：03-3547-3206    Fax：03-3547-3207
 gro.cs-opn@ofni：liam-E

 

住　所

本研修参加にあたって、団体内で了解を得ている □　はい　　　　□　いいえ

※原則として「全日程参加」の団体を優先しますが、全日程参加が難しい場合は事務局にご相談ください。

11月6日 (水）
13:00 ～
11月7日 (木）
18:00 【合宿】

松本 祐一
多摩大学総合研究所 教授

古瀬 繁範
特定非営利活動法人
地球と未来の環境基金
理事長・事務局長

11月8日 (金）
9:00～15:00 田邊 健史

 ＮＰＯサポートセンター
事務局次長

田邊 健史
 ＮＰＯサポートセンター
事務局次長

12月10日 (火）
13:00～19:00

12月11日 (水）
9:00～15:00

2014年
1月18日 (土）
10:00～15:00

田邊 健史
 ＮＰＯサポートセンター 事務局次長
※その他、ＮＰＯ支援専門家

松本 祐一
多摩大学総合研究所 教授


